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近代測量１５０年の取り組み

近代測量150年記念事業推進会議における記念事業

新宿区立「新宿歴史博物館」において、明治か
らの地図や測量機器、明治初期に作成された迅
速測図等を展示（9～12月）。

○新旧の地図や測量機器等を展示

○測量・地図の魅力を伝える写真展を開催
「測る人・描く人・守る人の魅力や使う人の楽し

さを伝える」をテーマに「測量の現場で働く人たち
の姿」や「地図、測量機材を活用している場面」
等の写真を募集。
入賞作品を上記特別展にて展示。

○新旧の測量スポット訪問ツアーを開催
明治初期の測量に関する史跡や自然災害

伝承碑、電子基準点など、測量に関する様々
な史跡・施設をウォーキングで探訪するツアーを
11月に神戸と東京で開催。

○測量技術の歴史を体験できるイベントを開催
全国23府県において、明治から現代までの

測量方法の変化や地図の発展の姿を通じて、
測量技術がその時々の社会を支え、新しい時
代の姿も想像していただけるような体験型イベ
ント等を小中学生を対象に実施。

○小・中学生向き教材を作成
子どもたちに、測量や地図の仕事が暮らしを

支えるなど、様々なことに役立っていることを伝
える教材「地図と測量の世界へようこそ」を作
成・配布。
○測量・地図150年史（仮称）を編纂

近代測量150年の歩みを振り返る「測量・地
図150年史（仮称）」を編纂。

※特殊切手「近代測量150年」の発行
令和元年の測量の日（6月3日）に、日本

郵便（株）が特殊切手「近代測量150年」を
発行。

【道の駅 「クロステン十日町」】
道21世紀新聞 Route Press 21st.（H31.4） イノブータンランド・すさみ R1.6～7

2019年は、明治政府に近代測量を行う機関が設置された明治2年(1869年)から満150年に当たります。
国土地理院では、近代測量の歩みと発展、役割を伝えるため、全国の「道の駅」においてパネル展を開催しました。
また、測量・地図関係７団体と連携し、「近代測量150年記念事業推進会議」を立ち上げ、この間の測量・地図作製の発展
を振り返り、未来への起点となるような各種記念事業を実施しています。

【全国の「道の駅」におけるパネル展示】
地域における様々な情報発信や地域連携の拠点であ
る「道の駅」において、「近代測量150年」と最近の国土
地理院の活動を紹介するパネルを展示
全国の道の駅164箇所で実施。（12/8に終了）

【広報活動状況】
新聞掲載20社、テレビ放映2社、道の駅のHP等59件
で取り上げられた。
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地震発生

地震発生前から準備しているデータ
・ 地形データ(DEM)
・ 地形分類データ
・ 地すべり分布図
・ 地質データ
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地盤災害の発生可能性を250m～1kmメッシュで地図化
概要レポート(参考資料)を自動生成

写真１ 厚真町で発生した土砂崩壊 写真２ むかわ町内で発生した液状化

推計結果を迅速に共有することで、現
地から情報が入るまで（特に夜間）
の災害対応の方針決定に寄与。
試験運用期間を通じた評価により、有
効性を確認。

※2013年から国土地理院内で試験運用

斜面災害

平成30年北海道胆振東部地震の事例

液状化

推計震度分布図等
（地震発生後10分程度で
気象庁から配信）

○ 写真1

○写真2

SGDAS*[スグダス] 地震時の地盤災害発生可能性を迅速推計

*Seismic Ground Disaster Assessment System（地震時地盤災害推計システム）

国土地理院は、地震発生後15分以内に、地盤災害（斜面崩壊、地すべり、液状化）の発生地域と規模を推計し地図情
報として提供するシステム（スグダス）の運用を、令和元年6月20日から開始しました。
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SGDAS*[スグダス] 地震時の地盤災害発生可能性を迅速推計

平成28年(2016年)熊本地震(本震)
（4月16日午前1時25分発生

➡同日午前1時32分レポート配信）

平成30年北海道胆振東部地震
（9月6日午前3時7分発生

➡同日午前3時13分レポート配信）

実際に液状化が多発した場所を中心に
発生可能性(危険度)が高いと推計

両地震とも夜中に発生した地震であり、翌朝からの災害対応（空中写真撮影等）の方針・計画立案に使用された。
➡ より確実な実用化に向けて課題改善に取組んでいる

実際に斜面崩壊が多発した場所とその周辺で
発生可能性(危険度)が高いと推計

震央

斜面崩壊箇所

SGDAS推計

SGDAS斜面災害発生可能性推計結果と
土砂崩壊発生箇所との重ね合わせ

SGDAS液状化発生可能性推計結果と液状化発生箇所(若
松ほか，2017)との重ね合わせ

液状化発生地点

SGDAS推計

過去の地震における有用事例（国土地理院における試験運用から）
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航空機による重力の測定開始

◀楕円体高、標高、
ジオイド高の関係

国土地理院は、GPSや準天頂衛星システム等の衛星測位を用いて、信頼できる標高を簡単に取得できる社会の
実現を目指しています。正確な標高を求めるための基盤となる標高の基準を構築するため、航空機による重力

値の測定（航空重力測量）を開始しました。

【衛星測位で標高を求めるには】
GPSや準天頂衛星システムなどの衛星測位で測定される「高さ」
は、地球を楕円体で近似した表面からの高さ（楕円体高）。
日常生活で使われる高さ（標高）を求めるためには、楕円体の
表面から標高の基準となる面（ジオイド）までの高さ（ジオイド
高）が必要。
精度の高い標高の基準（精密重力ジオイド）を構築するには、
日本全国の均一で高品質な重力データが必要。

【航空重力測量 -全国の高品質な重力データを測定】
重力データは、これまでも地上観測や衛星重力観測などによって
整備されてきたが、山岳部や沿岸海域の空白域や観測時期が
古いことによる現状からの乖離などが課題。
このような課題を解消し、日本全国の均一で高品質な重力デー
タを測定するため、航空重力測量を実施。
航空機に重力を測定する装置（航空重力計）を搭載し、日本
全国を10km間隔、高度3,000m～5,000mで飛行しながら重力
値を測定する。

◀飛行計画（予定）
2019年度：関東・中部
2020年度：東北・近畿
2021年度：北海道西部・中国・四国
2022年度：北海道東部・九州

2019

2020

2021

2022

2020
2021

2022

▲航空重力測量の飛行イメージ ▲航空重力計
（Micro-g LaCoste社製TAGS-7）
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第29回国際地図学会議（ICC*2019）

開会式のようす 祝辞を述べる黒川院長

国土地理院職員の研究発表国際地図展の会場

国際地図学会議は、国際地図学協会が2年に1度開催する、地図及び地図学に関する世界最大の国際会議です。第29回
となる今回は、7月15日(月・祝)～20日(土)の間、東京都江東区お台場の4会場で開催され、約75の国・地域から1,000名以
上の参加がありました。日本での開催は39年ぶり２回目です。 *国際地図学会議 (ICC, International Cartographic Conference)

【開会式】
7月15日(月・祝)夜、東京国際交流館プラザ平成で
開催。来賓を含め、約400名が出席。
秋篠宮皇嗣同妃両殿下がご臨席され、「地図学は
社会や文化も含めた概念であり、広く情報を集め、
表現する手段として、地図はまた重要である」とのお
言葉を述べられた。
来賓として、平井卓也内閣府特命担当大臣（科
学技術政策、宇宙政策等担当）及び黒川純一良
国土地理院長が祝辞を述べた。

【サイエンティフィック・プログラム（研究発表）
及び国際地図展】

研究発表は、全体で634件（口頭発表504件、ポ
スター発表130件）あり、日本からは計90件の発表
（口頭発表54件、ポスター発表36件）を行った。
国際地図展では、30か国・地域による385点の地図
及び関連コンテンツが展示された。
国土地理院からは、計15件の発表（口頭8件・ポス
ター7件）と12点の地図展示を行った。
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長崎トンネル・地下構造物への対応

【経緯】
去る7月11日にJR 九州長崎線において、独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整
備支援機構が発注した渇水対策井戸の試掘ボーリング工事のボーリングロッドがトン
ネルを突き抜け、列車と接触する事象が発生した。
同機構によれば、同機構が発注に用いた国土地理院の地図におけるトンネルの位置
が、実際のトンネルの位置と異なっていた（図上約3mm）ことが原因の一つとされた。

7月11日にJR九州長崎線で、ボーリング工事のボーリングロッドがトンネルを突き抜け、列車と接触する事象
が発生しました。

工事を発注した独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構によれば、発注に用いた国土地理院の地図に

おけるトンネルの位置が、実際のトンネルの位置と異なっていたことが原因の一つとされました。

国土地理院では、地図の精度に関する利用上の注意をホームページに掲載するとともに、全国の鉄道軌道事業

者へ最新の図面提供の協力を呼びかけ、必要に応じて地図の修正を実施しています。

【対応】
地下構造物は、航空写真に写らず容易に確認作業ができないため、地上の構造物
と比較して位置精度が低下している可能性があること、特に建設年次が古く、路線
長が長く、直線でないものについて、より可能性が高いと考えられることから、地下構造
物の精度に関する地図利用上の注意をホームページに記載するとともに、関係部局
及び団体に対して注意喚起を行った。
全国の鉄道軌道事業者へ最新の図面提供の協力を呼びかけ、協力を得られたもの
から、順次、トンネル位置の確認、必要に応じて地図の修正を実施している。
長崎トンネルを含むＪＲ九州の在来線については、地図の点検・修正を完了しウェブ
地図（地理院地図）から公開した。

長崎トンネル（修正前）

長崎トンネル（修正後）

- 8 -



地理院地図Vector(仮称) -自分で地図をデザインできるサイト-

○白地図や、写真に注記を重ねた地図、
文字の大きい地図などをワンクリックで表示できる！

地物ごとの表示／非表示
○建物を非表示にした地図、鉄道のみを表示した地図など、
地物ごとの表示非表示の切替えを自在に行える！

切替え

回転・鳥瞰表示

自作読み込み 保存

編集

地図デザインの編集・保存
○線や面の色、線の太さ、記号の大きさなどを編集し、

編集したデザインの保存、共有、読み込みができる！

白地図

大きい文字
写真＋地名

○注記の向きを変えずに地図の回転・鳥瞰表示ができる！

地図回転の例

鳥瞰表示の例

ワンクリックで地図を表示

「地理院地図Vector（仮称）」は、国土地理院が提供する新たな地図閲覧サイトです。
自分で地図をデザインすることができるので、白地図や、写真に地名を重ねた地図など、学校教育現場や防災分野で活用でき
る地図を簡単に作成できます。
令和元年7月29日より、試験公開を行っています。今後、利用者の声を踏まえて機能等の改善を図っていく予定です。
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地図と測量の科学館 入館者100万人達成

災害対応で活躍
初代「くにかぜ」の展示

古地図の宝庫歴史的地図の展示
（伊能図、竹島、日本海を明示した地図等）

賞状と記念品を授与

【100万人達成の表彰式】
「地図と測量の科学館」には、オープン以来、年間平均約
5万人が来場。
令和元年8月6日に、来館者数100万人を達成した。
当日、100万人目の来館者となった、つくば市立学園の森
義務教育学校３年 岩瀬 希苺（いわせ のい）さんに、
賞状と記念品を授与した。
これからも地図や測量の役割を楽しみながら体感してもらえ
る施設として、様々な企画や展示を行うなど積極的な活用
を進めていく。

（参考）地図と測量の科学館
地図や測量に関する原理や仕組み、新しい技術、情
報としてのいろいろな地図、私たちの生活と地図の関わ
り、時代と共に発展してきたその歴史などを解説・展示
各コーナーで体験しながら、最先端の測量技術を知る
ことができるようになっており、子供から大人まで楽しみな
がら地図や測量に親しんで頂ける施設

｢地図と測量の科学館｣は、我が国では初めての地図と測量に関する総合的な展示施設として、平成8年6月1日にオープンし
ました。
国土地理院では、刊行する地図の縮尺の数字＊にちなみ、節目の入館者に賞状を贈ってきました。このたび、8月6日に入館者
100万人を達成したことを記念して表彰式を開催しました。

*これまで、1万人、2万5千人、5万人、20万人、50万人の節目を記念して入館者に賞状を贈っています。

マッピーくんと一緒に記念撮影、
テレビの取材も受けました
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天皇陛下の御即位を記念して特別仕様の1万分1地形図を作成

凹凸処理による刻印（イメージ。実際は無色）

右上の刻印の拡大図

皇居正殿の屋根を型取ったデザイン

ケース（表）

ケース（裏）

【御即位記念地図の特徴】
範囲は、皇居（東京都千
代田区）付近を中心に東
西約10km、南北約７km。
高層化した都市の概観を表
すために、建物を階調と影を
用いて立体的に表現。
緑が多く残された都市を表す
ために、樹高に応じ緑の濃淡
を変えて効果的に表現。
日本の伝統色を使用して落
ち着きのある配色を使用。
規格は四六判（縦79cm×
横 109cm ） 表 紙 付 折 図
（A4判ケース入り）、販売
価格は1,380円（税込）。

天皇陛下の御即位を記念して、令和元年10月22日に執り行われた即位の礼（即位礼正殿の儀）に合わせ1万分1地形図
「東京中心部」（御即位記念地図）を刊行しました（日本語版及び英語版）。
御即位記念地図は、天皇陛下御即位時における首都東京の姿を地図として後世に残すとともに、令和元年の東京の様子を
国内外にわかりやすく伝えることを目的として作成しました。
御即位記念地図の刊行は、大正、昭和、平成に続き、今回が4回目となります。大正、昭和においては即位の礼が開催された
京都近郊の地図を、平成においては今回と同様、首都東京の地図を作成しています。
今回の御即位記念地図は、即位礼正殿の儀に参列された来賓の方々への記念品として配布されました。
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天皇陛下の御即位を記念して特別仕様の1万分1地形図を作成
【令和・平成の御即位記念地図（霞が関周辺）】

令和版 平成版
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天皇陛下の御即位を記念して特別仕様の1万分1地形図を作成

【大正・昭和の御即位記念地図】

即位礼開催場所：京都御所
地図仕様：縮尺1/1万 4面セット
刊 行 日 ：大正4年10月10日
（資料の図は４面中の１枚（東北部））

「京都近傍図」（大正）

即位礼開催場所：京都御所
地図仕様：縮尺1/1万 4面セット

（一部英語注記有り）
刊 行 日 ：昭和3年9月10日
（資料の図は４面中の１枚（東北部））

「京都近郊」（昭和）

即位礼開催場所：皇居
地図仕様：縮尺1/1万 日本語版・英語版、各1面、

紙ケース入り
刊 行 日 ：平成２年11月12日

【平成の御即位記念地図】
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国土地理院がJICA理事長表彰を受賞

日刊建設工業新聞
（10月10日朝刊）

国土地理院は、第15回「JICA理事長表彰」を受賞し、10月8日に行われた表彰式でJICA北岡理事長より黒川国土地理院
長に表彰状が手渡されました。
国土地理院は、1959（昭和34）年から１年も欠かすことなく100カ国900名を超える途上国からの研修員受け入れるとともに、
1964（昭和39）年からこれまでに250人以上の職員を専門家として海外に派遣し、国土開発の基礎情報として不可欠であ
る地理情報に関して、JICAを通じた開発途上国の人材・組織強化への貢献が高く評価されました。

【JICA理事長表彰について】
独立行政法人国際協力機構（JICA）
では、毎年、国際協力事業を通じて開
発途上国の人材育成や社会発展に多
大な貢献をされた個人・団体に対し、そ
の功績を讃え、表彰している。
第15回を迎える今年度は、58個人・団
体に「JICA理事長賞」が授与された。

国土地理院は、「国土開
発の基礎として不可欠な
地理情報の整備に向け
世界各国の人材、組織
強化に尽力してきた」こと
が評価された。

（紙面より）

【国土地理院の60年にわたる、JICAを通じた国際貢献】

国土地理院内での
GNSS測量の実習（2016年）

途上国からの研修員受入れ
課題別研修「国家測量事業
計画・管理」コースは、国土
地理院の代表的な研修とし
て、56年間にわたり途上国に
おける測量・地図作成事業の
計画・管理を担う中核的な人
材を育成してきた。

バングラデシュにおける、
専門家による技術指導の様子

各国への研修員受入れ
インドネシア、ギニア、ケニア等
への派遣や、1990年代からは
バングラデシュで国家基準点
整備や地形図作成の技術移
転をしてきたほか、最近では
ミャンマーで初めての電子基
準点の導入に協力している。
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令和元年台風第19号への対応
国土地理院は、災害対策基本法に基づく指定行政機関として、測量・地図分野の最新技術を活用して被災状況を把握、
関係機関に提供しました。

【浸水推定図の作成・空中写真の撮影等（本院）】
収集した情報と標高データを用いて、浸水範囲における水深を算出して深さごとに色別に
表現した「浸水推定図」を6地区で作成。
空中写真を8地区で撮影。
宮城県丸森町の豪雨による広域な土砂災害の被災状況を把握するため、空中写真を
用いて斜面崩壊・土砂堆積を判読、分布図を作成。

【地域の関係機関からのニーズの把握・整理・プロダクト提供
（地方測量部）】

地方整備局、自治体の防災部門からの要望をとりまとめ、本院と連絡調整、整備された
プロダクトを関係機関に提供。（職員を派遣し提供・内容や使用方法を説明）
自衛隊や消防などの関係機関にも空中写真や浸水推定図等を提供。

※ 国土地理院地方測量部は、平時より、災害対策基本法の指定地方行政機関として、
地域の防災関係会議等に参画して関係機関の防災部門と関係を構築
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国土地理院TEC-FORCEによる活動

くにかぜⅢによる被災地の撮影状況
被災地を撮影するために離陸する測量用航空機「くにかぜⅢ」

（東京都調布飛行場）

「ランドバード」によるＵＡＶを用いた浸水状況調査
（長野県長野市上空）

被災状況調査のためＵＡＶ調査チーム
「国土地理院ランドバード」 を派遣

国土地理院では、被災状況調査のため緊急災害対策派遣隊「TEC-FORCE」（Technical Emergency Control FORCE）を
派遣し、測量用航空機「くにかぜⅢ」による広域の空中写真撮影及び国土地理院ランドバード（GSI-LB）による局所的な被
災箇所のUAV撮影を行いました。
撮影した空中写真や画像は関係機関や地方公共団体に提供し、被害状況の把握、応急復旧等の資料として利用されました。
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空中写真の撮影

千曲川地区（長野市穂保付近） 丸森地区（宮城県丸森町字鳥屋付近）

10月20日撮影（正射画像）

吉田川地区

丸森地区

阿武隈川地区

久慈川（大子）地区

久慈川地区

那珂川地区

千曲川地区

都幾川地区

多摩川地区

10月13日撮影（垂直写真）

都幾川地区（埼玉県坂戸市大字紺屋付近）

10月13日撮影（斜め写真）

阿武隈川地区（福島県郡山市向河原町付近）

＜主な活用事例＞
家屋や土砂崩壊による被害状況の把握（TEC-FORCE等）
排水作業計画策定等における参考資料（同上）
災害査定の資料（国土交通省）
り災証明発行時の現況資料等（地方公共団体）10月13日撮影（斜め写真）

被災地の被害状況の全容を把握するために10/12～10/21にかけて空中写真の撮影を実施しました。
撮影にあたっては、被災した地方公共団体、関東地整、本省からの要望を踏まえ撮影地区を設定し、撮影後速やかに、情報
提供とホームページによる公開を行いました。
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判読による被災状況把握（浸水推定図）

那珂川地区 10/14作成

那珂川地区 10/16作成

発災当日の映像等の情報から浸水した範囲の端の地
点を確認し、その地点から標高データを用いて浸水面の
推定や浸水面からの水深を算出
関東地整からの要望により２時期で比較できるよう図面
を更新（那珂川）→排水ポンプ車の展開の判断材料と
して活用
GISで利用可能な形式でも提供

吉田川地区

阿武隈川地区

久慈川地区

那珂川地区

千曲川地区

荒川水系

千曲川地区 10/13作成

発災当日のSNSによる映像や国土地理院が撮影した空中写真等の情報から、浸水した範囲の浸水面を推定し、水深を算
出、深さごとに色別に表現した「浸水推定図」を作成・提供しました。
この地図は排水ポンプ車の配備計画やその後の被災調査等に活用されました。
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凡例
判読範囲

丸森町

伊達市
相馬市

広域な土砂災害の状況把握（斜面崩壊・堆積分布図）
土砂災害が広範囲で発生しているとの情報があるものの、道路が寸断されるなどの理由から現地確認ができなかった宮城県丸
森町について、空中写真を撮影し、台風19号により生じたと考えられる斜面崩壊等によりできた地形変化を判読した「斜面崩
壊・堆積分布図」を作成・提供しました。
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関係地方公共団体へ情報を分かりやすく提供

関東地測による情報提供（10月24日千曲市役所）関東地測による情報提供（10月23日長野県庁）

東北地測による情報提供（10月16日丸森町役場）東北地測による情報提供（10月16日角田市役所）

令和元年台風１９号では、被災した公共土木施設について、災害査定の手続きを効率化するため、設計図書の作成に空中写真を
活用できるなどのルールが適用されました。
国土地理院では、地方公共団体に空中写真等を提供すると共に、簡易GISソフトの紹介など、空中写真の活用支援を行いました。
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「日本水準原点」が国指定重要文化財に

日本水準原点の場所

東京都千代田区永田町1-1-２
国会前庭北地区

日本水準原点標庫

電子基準点「東京千代田」

東京湾の平均
海面より
標高24.3900m
の位置

標庫内の零位
を示す水晶板

【日本水準原点】
日本水準原点の高さは、東京湾の平均海面（標高0ｍ）から決定した
もので、全国の水準点の高さを定めるために、当時の参謀本部前庭に設
置。
東京湾の平均海面は、隅田川河口に位置した霊岸島量水標における、
1873年（明治6年）から1879年（明治12年）までの6年間の潮位の
平均から決定。
全国の水準点により、各種工事や道路・河川管理における高さを提供。
日本水準原点数値は、標高24.3900m。1923年（大正12年）関東
大震災、2011年（平成23年）東北地方太平洋沖地震で沈降したた
め、2度数値を改定。
現在は神奈川県三浦市にある「油壺験潮場」から毎年水準測量を実
施し、 原点数値の変動を監視。
原点の構造は、地下10mを超える固い岩盤に基礎を打設。

【日本水準原点標庫】
日本水準原点標庫は、ドーリス式ローマ神殿形式の古典的建築。
工部大学校造家学科（現東京大学建築学科）第一期生の4人のう
ちの１人である佐立七次郎（さたちしちじろう）氏の設計で、佐立氏が
設計した建築物で現存する最古のもの。

日本水準原点は、日本の高さの基準として我が国の測量の歴史を支えてきた最も重要な施設の一つであり、明治24年に、参
謀本部陸地測量部（国土地理院の前身機関）によって設置されてから、全国の高さ（標高）を決めるための測量の統一
的な基準として重要な役割を果たしてきました。
今回、日本水準原点の歴史的及び建築学的な価値が認められ、令和元年10月18日付けで重要文化財に指定するよう、文
化審議会より文部科学大臣に答申されました。これにより、測量分野の建造物としては初の国指定重要文化財となります。
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全球統合測地観測システム（GGOS）議長への就任

【GGOSの活動と意義】
国際測地学協会（IAG）の元で、国際 VLBI 事業（IVS）、国際レーザ測距事
業（ILRS）、国際 GNSS 事業（IGS）など、国際機関の観測を統合して地球
規模の観測を推進することで測地学の進展に寄与。
国際測地基準座標系（ ITRF）の作成を行う国際地球回転・基準系事業
（IERS）も GGOS を通じてこれらの事業と連携を強化。

【日本・国土地理院の活動】
国内各機関※が、 VLBI、SLR、GNSS などの観測を実施し GGOS に貢献。

北大 日置教授が GGOS Science Panel の議長を、一橋大 大坪教授がILRSを
統括する議長を務め、活動に貢献。
2013年に日本学術会議 IAG小委員会 に設立された GGOS Japan（部会長：
大坪教授）は、2018年に GGOS の地域部会（GGOS Affiliate）に位置づけ。

【宮原室長の貢献】
GGOS Japan の幹事長として活動。
「国連地球規模の地理空間情報管理に関する専門家委員会」 (UN-GGIM）お
よび同アジア太平洋地域委員会 (UN-GGIM-AP) において、地球規模、アジア太
平洋地域で測地基準座標系を構築する連携を中心メンバーとして促進。
これらの活動が評価され、11月に IAGにより GGOS 議長に選出。

GGOS（Global Geodetic Observing System）は、地球の形状、重力場、地球回転の把握を目的としてVLBI、SLR、
GNSS、DORIS、重力観測などの測地観測を地球規模で統合する国際的な連携の取組です。
2019年11月、GGOS を統括する議長に、地理地殻活動研究センターの宮原 宇宙測地研究室長が就任しました。

※国土地理院、海上保安庁海洋情報部、情報通信研究機構、国立天文台、国立極地研究所、JAXA 等

GGOS による観測の統合イメージ

VLBI: 超長基線電波干渉法
(Very Long Baseline Interferometry)

SLR： 衛星レーザ測距
(Satellite Laser Ranging)

GNSS：全球測位衛星システム
(Global Navigation Satellite System)

DORIS：衛星追尾軌道決定システム
(Doppler Orbitography and 
Radiopositioning Integrated by Satellite)
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